
等角写像
このカテゴリーの目的は複素解析関数の写像としての性質を視覚化する
のを助けることである. このカテゴリーを使う基本的な方法は, いつも通
り, 初めに「Cnformal Map」メニューから簡単な写像を選ぶか, メニュー
から「User Defined...」を選び,自分で写像を定義する. 写像が選ばれると
すぐに, プログラムはグラフィックウィンドウ（プレイメージウィンドウ）
に座標格子を描く. これは umin ≤ <(z) ≤ umax, vmin ≤ =(z) ≤ vmax

で定義された複素 z-平面の長方形上にある”デカルト”座標である. よって
この格子の区画は uResolution× vResolutionである. （普通,「Settings」
メニューを使えば, umin, umax, vmin, vmax, uResolusion, vResolution

の値を変更することができる. ）
原像の格子が描かれると, それは数秒間画面上に残り, 選んだ写像によ
る像（“像の格子”）と入れ替わる. しかし原像の格子は消されたわけで
はない！ オプションキーとコマンドキーを押しながらグラフィックウィ
ンドウ上でマウスを押せば, いつでも見ることができる. 原像の格子はマ
ウスボタンを放すまで画面に残り, その後, 像の格子が再び現れる. オプ
ションキーとコマンドキーをホールドダウンしている間は, マウスボタン
を押したり放したりすることで, 二つの像を入れ替えることができる.

もちろん理想は選んだ写像によって何がどこに移されるかについての
感覚を深めることである. 写像がずっと複雑であれば, 原像の直線と対応
する像の曲線を合わせることは難しくなる. そのため, それぞれの格子線
は異なる色で（もちろん原像と像は同じ色で）描かれている. これは”格
子線の塗り分け”と呼ばれている. 色の塗り分けは黒い背景に対しての
方が良く見えるので, このカテゴリーでは黒が背景の初期設定になってい
る. しかし, 「View」メニューを使って白い背景を選ぶこともできる.

「Conformal Map」メニューから「Polor Grid」を選ぶと, 原像の領域
をデカルト座標上の長方形から極座標上のくさび形に変えることができ
る. すると原像の曲線は原点を通る半径や原点を中心とする円の一部にな
るだろう. 「Conformal Map」メニューからマウスで「Choose Line」か
「Choose Circle」を選ぶと, 好きな直線や円を原像の画面に, それらの像
を像画面に描くことができる. マウスで「Choose Line」を選ぶと原像画
面が現れるから, マウスで直線の一点を選び, ドラッグして二番目の点を
選ぶ. マウスを放すとすぐに赤で直線が描かれる. 一秒後に像画面が再び
現れ, 選んだ直線の像曲線が赤で描かれる. 円についても方法は同じで,

初めにマウスで中心を定め, 次に円周のある点を定める. 円とその像は緑
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で描かれる.

マウスをクリックしてドラッグすると等角写像の像はマウスについて
動く. シフトキーを押してカーソルを上下させれば, 等角写像の像は縮小
拡大する. 一般的なMacと同じように, コマンドをホールドダウンして長
方形を外にドラッグしてマウスを放すと, 選んだ長方形は画面全体に拡大
する.

このカテゴリーのＡＴＯは大いに相互参照されていて, 簡潔に等角写像
への導入を与えている. 「Conformal Map」メニューから 7→ z2を選び,

「Documentation」メニューから「About This Object」を選び（または小
さいＡＴＯウィンドウにあるＡＴＯボタンをクリックする）, そしてそこ
や, そこで触れられている他の等角写像のＡＴＯに書かれている様々なヒ
ントを試してみることからはじめよう.

この分野であらかじめプログラムされた例の多くは入念に選ばれたデ
フォルトの変形を持つ. 多項式関数 z 7→ z2は指数を２から１に変える
ことで, 恒等写像に変形することができる. 他の場合の多くは例えば一
次分数関数 z 7→ (z − 1)/(z + 1)は一次分数関数を通して恒等写像に変形
することができる. よって極座標は 0と∞で等しくなる. 指数写像は実
は exp(aaaz)として実行される. ここで aaaは複素パラメータで, つまり
aaa = a + ibである. つまりこれは, zを r =

√
a2 + b2だけ伸ばし, 角度

θ = arctan(b/a)だけ回転させる写像と, z 7→ exp(z)を合成したものにな
る. デフォルトの変形では aは 1で bは 0から 0.4まで変化するので, 標
準的なパラメタの線, 円や直線はしだいに螺旋に変形される.

このカテゴリーの「User Defined...」ダイアログは実数を扱うカテゴ
リーと少し異なる. まず画面上部に “z－－－＞”で示された箱がある. こ
の箱にあなたが調べたい複素変数 zをもつ関数の式を書き込む. この式
は zだけでなく 9個の複素パラメータ aa, bb, cc, . . . , iiも含むことができ
る. そしてそれは便宜上同じダイアログにセットすることができる. （そ
れらは「Settings」メニューの [Set Parameters...」項目を使ってセットす
ることもできる. ）
このダイアログで実際セットするものはパラメタの式であり, パラメタ
自身ではない. これは, 例えば π + e ∗ iという式を使って, aaが 3.14159+

2.71828iという値を与えることができることを意味する. （πという記号
はオプションキーと pを同時に打つか, piと書けば入力できる. ）（この
ため 9個のパラメータの名前には, 簡単な a, b, c, . . .の代わりに aa, bb,

cc, . . .を使うことにした. e = 2.71828 . . ., i =
√−1と間違うのを防ぐた
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めである. ）パラメータの式はアルファベット順に評価される. つまり aa

を 1, bbを 2, そして ccを aa + bbとすれば期待したものが得られる. （し
かし aaを bb + cc, bbを 1, ccを 2としてもうまくいかないだろう. ）
等角写像を表現するのに使える, あらかじめ組み込まれている複素関数

は以下のものである: sin, cos, tan, cot, csc, sec, sinh, cosh, tanh, coth,

arcsin, arccos, arctan, arccot, ln, exp, sqrt, cubert (立方根), sn, cn, dn,

Re, Im, Arg, abs, conj, round, trunc. いくつかは少し説明が必要である.

これらの多くは多価関数で “標準的な”分岐の切断を持つように努めた.

（特に, argと ln関数は負の実軸に分岐の切断を持つ. ）一見実数値関数で
あるRe, Im, Arg, absは, 実際は虚部が 0である複素数である. 関数 abs

は絶対値関数で, conjは複素共役である. roundと truncはその変数の実
部と虚部の両方に作用する. 関数 sn, cn, dnは普通の Jacobi楕円関数で
ある. それらは, 普通mで表されるモデュラスパラメータに依存する. m

の値はパラメータ aa, bb, cc, . . . , iiと同じダイアログでセットできる.

Karcherのより対称的に正規化された楕円関数があらかじめプログラム
された例に含まれていることに注意せよ. これらに対しては, モデュラス
は実数に制限されない. つまり, それらは直角トーラスだけでなくすべて
の共形型のトーラス上で定義される. これらの楕円関数の標準的な変形
をみると, トーラスの 1/8からなる合同な断片の像で, 球面がどのように
(丸く)覆われるかが強調される.

ここで用いられている複素数式解析処理プログラムはDavid Eckによっ
て書かれた. 実際, Davidは私の頼みで彼の実数式のプログラムを複素数
式を扱えるよう修正してくれた. 自分の仕事で忙しい中私の頼みを聞い
てくた彼には感謝しきれない.

（翻訳：T. Y., 監訳：K. M.）

3


